
 

 

 
 

 

 

 

開催期日 ： 平成 2９年 10月 18日（水）～10月 20日（金） 
開催会場 ： 富良野市文化会館 

               

 １．お申込から宿泊確認証等の受け取りまで                             

◆申込・お支払の流れ 

① 申込用紙に必要事項をご記入・ご入力の上、ｅメールにて 9月 22日(金)までにお申込下さい。 

北海道富良野緑峰高校ホームページの「第 41回全道高等学校写真展・研究大会」のバナーより申込書を 

ダウンロードいただき、必要事項をご入力の上、下記まで FAX またはメールにてお送り下さい。 

 

 

 
   

 

② 『申込内容確認書・請求書』を 10月 6（金）までに発送致します。 

※請求書に記載された期日までに銀行振込にてお支払をお願い致します。 

手数料は、お客様ご負担にてお願い致します。 

※大会当日に会場や宿泊先でお支払いいただくことはできません。 

  ※領収証は金融機関の受領印のある振込票をもってそれにかえさせていただきます。 

 

③ 変更・取消の場合は、変更内容を明記し FAX またはメールにてお知らせ下さい。 

規定の取消料等を差し引きし大会終了後にお振込みにてご返金させていただきます。 

 
申込締切日：平成 29年 9月 22日（金） 

 

 ２．宿泊プラン（募集型企画旅行契約）                                      

◆宿泊設定日：平成２9年 10月 17日（火）～10月 20日（金） ※3泊分 

◆募集人員：500名（最少催行人員１名）◆添乗員は同行しません。 

◆宿泊条件：1泊 2食付または１泊朝食付（サービス料、消費税、入湯税込） 

◆申込方法：申込書の宿泊欄に申込記号をご記入下さい。 

◆日程表 

日次 行    程 食 事 

1 １ 1 ご自宅又は前泊地又は各地 ･…･･･(各自移動、お客様負担）････… 各宿泊施設（泊） 
朝：× 
昼：× 
夕：OP 

― 2 
2 

3 
各宿泊施設 ････････（各自移動、お客様負担）････････ 各宿泊施設（泊） 

朝：○ 
昼：× 
夕：OP 

2 3 4 各宿泊施設 ･…･･･ (各自移動、お客様負担）････… ご自宅又は次泊地又は各地 
朝：◯ 
昼：× 
夕：× 

◆注意事項 

※宿泊代金は大人お 1人様・１泊あたりの金額です。 

※ホテルは第三希望までお選び下さい。受入多数の場合は事務局と相談の上、宿泊施設を決定いたします。 

※部屋タイプについては男女別定員ベースが基本となります。 

お部屋のタイプによりバス・トイレが共同のご利用となる場合がございます。 

※朝食・夕食の欠食については、お取扱いしません。（欠食されても返金はありません）         承認番号17－064 

第 41回全道高等学校写真展・研究大会 

宿泊・お弁当のご案内 

（株）ＪＴＢ北海道 旭川支店 

高文連写真大会担当：市江・西澤・尾田 

メールアドレス：asahikawa_houjin@hkd.jtb.jp 

電話：0166（24）2176 FAX：0166（25）7399 
 



【設定ホテル】 

ホテル名 部屋タイプ 
宿泊代金（1泊 1名あたり） 申込 

記号 1泊朝食付き 1泊 2食付 

くつろぎの宿北誠荘 

（富良野） 

和室 1～5名 
（場合によっては大部屋も有り） 

6,480円 7,560円 

A 
 住所：富良野市北の峰町 14－27／アクセス：会場まで車で 5分 

送迎バス：乗合にて無料 
朝食：7時～ セットメニュー／夕食：18時～20時 セットメニュー 
部屋タイプ：和室（バス・トイレ別）、大浴場あり 

ホテルサンフラトン 

（富良野） 

シングル 7,560円（素泊） 設定無し 

B 

ツイン 6,480円（素泊） 設定無し 
住所：富良野市若松町 1-1／アクセス：会場まで車で 2分 
送迎バス：なし（各自ご移動下さい） 
朝食・夕食とも対応不可 
部屋タイプ：洋室（バス・トイレ付）、大浴場なし 

望
も

峰
ね

 

（富良野） 

和室 1～3名利用 7,020円 8,100円 

C 
 

住所：富良野市北の峰町 14-25／アクセス：会場まで車で 5分 
送迎バス：なし（各自ご移動下さい） 
朝食：7時～ セットメニュー／夕食：18時～19時 30分 セットメニュー 
部屋タイプ：和室（バス・トイレ別）、大浴場あり 

ニュー富良野ホテル 

（富良野） 

ツインのシングルユース 8,640円 9,720円 

D 
 

ツイン 7,560円 9,720円 

トリプル 6,480円 8,640円 

住所：富良野市北の峰町 14－38／アクセス：会場まで車で 5分 
送迎バス：乗合にて無料 
朝食：7時～ バイキング／夕食：17時～20時半 バイキング 
部屋タイプ：洋室（バス・トイレ付）、大浴場なし 

 

 

ハイランドふらの 

（富良野） 

ツインのシングルユース 8,640円 9,720円 

E 

ツイン 7,560円 9,720円 

トリプル 6,480円 8,640円 

和室 4、5名 6,480円 8,640円 

住所：富良野市島の下／アクセス：会場まで車で 10分 
送迎バス：乗合にて無料 
朝食：7時～ バイキング／夕食：17時半～20時 セットメニュー 
部屋タイプ：和室または洋室（バス別・トイレ付）、大浴場あり 

  

富良野ホップスホテル 

（上富良野） 

ツインのシングルユース 7,560円 8,640円 

F 

ツイン 5,400円 6,480円 

トリプル 4,320円 5,400円 

住所：上富良野町西 2線北 25号／アクセス：会場まで車で 30分 
送迎バス：なし（各自ご移動下さい） 
朝食：7時～ 和食₊ハーフバイキング／夕食：18時～20時半 セットメニュー 
部屋タイプ：洋室（バス・トイレ付）、大浴場なし 

 

G 

旭川トーヨーホテル 

（旭川） 

シングル 7,000円 8,500円 

G 

ツイン・トリプル 6,500円 8,000円 

住所：旭川市七条通 7丁目右 1号／アクセス：会場まで車で 1時間半 
送迎バス：ホテルより片道お一人様 1,000円でバス送迎付き 
朝食：6時 30分～ バイキング/夕食：18時～20時 セットメニュー 
部屋タイプ：洋室（バス・トイレ付）、大浴場なし 

藤田観光ワシントンホテル 

旭川 

（旭川） 

シングル 6,480円 8,100円 

H 

ツイン 5,400円 7,020円 

住所：旭川市宮下通 7丁目／アクセス：会場まで車で 1時間半 
送迎バス：ホテルより片道お一人様 1,000円でバス送迎付き 
朝食：６時 30分～ バイキング/夕食：18時～20時 バイキング 
部屋タイプ：洋室（バス・トイレ付）、大浴場なし 



 ３．食弁当のご案内（募集型企画旅行には該当しません）                                       

◆設定日：平成２9年 10月 18日（水）・19日（木） 

◆引換場所：大会会場にてお渡しいたします（詳細は申込内容確認書にてお知らせ致します） 

◆代金：幕の内弁当（紙パックお茶付）・・・1個 800円（消費税込） 

  ※２日間以上にわたってお申し込みの場合は、メニューを日替わりにいたします。 

◆申込方法：「申込書」のお弁当欄の各設定箇所にご記入の上、お申込み下さい。  

        お弁当のみのお申込も承ります。その場合は個人名の記載は不要です。 

 

 

 4．撮影会バスのご案内                                                

◆設定日：平成２9年 10月 18日（水） 

◆代金：お一人様 2,000円（消費税込） 

コース 行   程 

A 
   11:00        (11:45～12:55)       (13:20~14:10)  (14:50~15:40)    15:50 

 文化会館 ＝＝＝ 四季彩の丘(昼食) ＝＝ 拓真館 ＝＝ 六花亭 ＝＝＝ 文化会館 

B 
 11:00      (11:30～12:50)        (13:00~14:00)   (14:20~15:20)   15:30 

 文化会館 ＝＝＝ 北星山(昼食) ＝＝ ファーム富田 ＝＝ 六花亭 ＝＝＝ 文化会館 

C 
 11:00      (11:50～13:00)       (13:10~14:10)   (14:30~15:20)   16:10 

 文化会館 ＝＝＝ 拓真館(昼食) ＝＝ 四季彩の丘 ＝＝ 青い池 ＝＝＝ 文化会館 

◆注意事項 

※美瑛の四季彩の丘のアルパカ牧場（入場料 500円・エサ代 100円）やノロッコ号（15分 500円）の 

利用をご希望の場合は別途現地にてお支払い下さい。 

※受入多数の場合は事務局と相談の上、コースを変更していただく場合がございます。 

※昼食はお弁当の予定です。 

 

 

 5．ホテル前～大会会場送迎バスのご案内                                                

◆設定日：平成２9年 10月 18日（水）・19日（木）・20日（金） 

◆代金：片道お一人様 1,000円（消費税込） 

10/18(水) 

10/19(木) 

    8:00           9:20      17:00          18:30 

旭川駅前 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 富良野文化会館 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 旭川駅前 

10/20(金) 
    8:00            9:20      12:30          14:00 

旭川駅前 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 富良野文化会館 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 旭川駅前 

◆注意事項 

※送迎バスのみのご利用はできません。（ご利用は弊社を通してホテルを予約する学校様に限ります。）



 必ずお読みください                                             

 
ご旅行条件（要約） 

 
お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。 

 

●募集型企画旅行契約 

この旅行は（株）JTB北海道 旭川支店（北海道旭川市 1条通 9丁目第一生命ビル 2階 観光庁長官登録旅行業第 978号。以下「当社」といいます）が

企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、

下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部に

よります。 

●旅行のお申し込み及び契約成立時期 

（１）所定の申込書に所定の事項を記入しお申し込みください。 

（２）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。但し本契約に関しましては、後日送付する請求書に基づく旅行 

代金のお振込が完了した時点で、旅行契約が成立したものとします。 

●旅行代金のお支払い 

旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 13日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、お客

様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利

用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。 

●取消料（宿泊プラン：募集型企画旅行契約） 

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。 

契約解除の日 取消料（お１人様） 

旅行開始日の前日から起

算してさかのぼって 

1．6 日目にあたる日以前の解除 無料 

2．5 日目にあたる日以降の解除（3～5 を除く） 
取消人員 14 名以下の場合 ： 無料 

取消人員 15 名以上の場合 ： 旅行代金の 20％ 

3．3 日目にあたる日以降の解除（4～5 を除く） 旅行代金の 20％ 

 4．当日の解除（5 を除く） 旅行代金の 50％ 

5．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

●旅行代金に含まれるもの 

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税これらの費用は、お客様の都合により一

部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。） 

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件 

当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」

といいます。）を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱でき

るカードの種類も受託旅行業者により異なります。） 

（１）契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（ｅ-ｍail 等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に

到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。 

（２）与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受け

ます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 

●個人情報の取扱について 

（１）当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様が

お申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させてい

ただきます。 

（２）当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏

名及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの個人情報の提供の停止を

希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。 

●旅行条件・旅行代金の基準 

この旅行条件は 2017年 6月 1日を基準としております。又、旅行代金は 2017年 6月 1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。当社はいか

なる場合も旅行の再実施はいたしません。 

 

旅行企画･実施 ―お問合せ・お申込みは― 

     観光庁長官登録旅行業第 978 号 

       一般社団法人日本旅行業協会正会員 

      

                旭川支店 
  

 

 

 

 

 総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、 

担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。 

〒070-0031 旭川市 1 条通 9 丁目 50 番地 3 第一生命ビル２F 
TEL：0166-24-2176  FAX：0166-25-7399 
営業時間：09:30～17:30 休業日：土日祝日休業 
総合旅行業務取扱管理者：尾田 淳 
担当者：市江・西澤・尾田 

 

 


